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1.「表紙のイラスト」
障害をもつ方々の作品（油絵，水彩画，版画，
切り絵，貼り絵，写真など）をお送りくださ
い．サイズはA3判以内，表紙の体裁の都合上，
横長の作品をお願いいたします．

2.「ボクの工夫・私の工夫」
リハビリテーションの日常臨床に役立つ “ち
ょっとした工夫” を広く募集します．写真（２
枚以内）に簡単な解説（200字程度）を付け
てください．

3.「新刊紹介」
会員・関係者が出された新刊書籍の書評を
400字詰原稿用紙2枚におまとめください．
タイトル推薦の場合は書籍見本1冊をお送り
ください．

4.「読者の声」
リハビリテーション全般に関する会員の皆様
のご意見を募集いたします．400字詰原稿用
紙2枚におまとめください．

原稿の送付先

編 集 後 記

　10月も終わりとなり，急に寒さも身にしみる今日こ
の頃，皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょう
か？　このたびの台風による被害を受けられた方や病
院・施設にお見舞い申し上げます．さて，厚生労働省か
ら「再編統合」も含めた見直しを要請する424の公立・
公的等病院が公表されました．今後は公立・公的等病院
以外も含めた議論に進むでしょうし，公表された病院の
中にリハビリテーション病院が含まれていることは驚き
でもあり，遂にという感じもします．また，「医師の働
き方改革を進めるためのタスク・シフト／シェアの推進
に関する検討会」が開催され，医師側団体から提案とし
て，「リハビリテーション保険診療に関係する各種書類
の説明，交付業務」「非侵襲的検査の検査説明・同意書
の取得」を理学療法士・作業療法士・言語聴覚士にタス
ク・シフト／シェアする意見が公開されました．タス
ク・シフト／シェアにより医師の負担軽減が図られるこ
とは大変結構なことです．一方，タスク・シフト／シェ
ア先の職種の負担が増加しては本末転倒であり，今後の
議論を見守る必要があります．いずれにせよ，リハビリ
テーション病院・施設のあり方も大きく見つめ直す時期
であることは明白と考えます．
　さて2019年秋の173号は，特集，海外通信，Report
に加え，病院・施設紹介，好日，潮流を読む，書評を中
心に構成されています．特集は斉藤正身会長の肝煎りで
開始された「地域リハ塾」の活動報告です．趣旨，概要
に加え，参加者（塾生）からの報告もあります．海外通
信は小倉リハビリテーション病院の藤田雅章先生による
「デンマーク認知症プログラム視察研修に参加して―デ
ンマークにおける認知症支援について」です．認知症に
やさしい国づくりを目指しているデンマークの取り組み
から学ぶことが多くありそうです．Reportは今年の 5
月から9月までに開催された多くの学会，研修会の報告
です．リハビリテーション・ケアに関係するさまざまな
職種，団体が日々全国各地で研鑽を積まれていると感じ
ました．
　最後に今年度のリハビリテーション・ケア合同研究大
会は，石川県金沢の地で勝木保夫大会長（特定医療法人
社団勝木会 理事長）のもと，「響生―チームで奏でる保
健・医療・福祉のハーモニー」をテーマに 11月 21日
（木），22日（金）に開催されます．加賀百万石ならで
はの運営となると期待してやみません．皆様のご活躍を
お祈りして編集後記に代えさせていただきます．
 （日本理学療法士協会 副会長 斉藤秀之）
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の構築に向け，検討を進める．
今後，有識者による検討会で
議論を進め，来年夏までに一
定の結論を得る．また，成長
戦略フォローアップを図るた
めに，規制改革実施計画を下
記のように進める予定である．

■規制改革実施計画〔令和元年

（2019年）6月21日閣議決定〕

（2） 医療等分野におけるデータ利活
用の促進 

　　1． 個々人が自らの健診情報を
利活用するための環境整備
（令和元年検討開始，令和2
年度上期結論・措置）

　　　a． 健診情報について，データ
利活用の必要性や活用方針
を明確にし，公表する．

　　　b． 民間サービス事業者を含
む，契約当事者となり得
る関係者の意見を参考に，
データ利活用の目的や契
約の類型に応じて，契約
の課題や論点を提示しつ
つ， データ提供や利活用に
関する契約条項例や条項

作成時の考慮要素等をガ
イドライン等の形で示す．

　　2． データ利活用のための「標
準規格」の確立（令和元年
検討開始，令和2年度上期結
論・措置）

　　　b． 現在，データヘルス改革
の工程表として，全国の
医療機関や薬局間におい
て患者の医療情報を結ぶ
「保健医療記録共有サービ
ス」や国民に対する健
診・薬剤情報提供を目的
とした「マイナポータル
を活用したPHRサービス」
が予定されている．これ
らのサービス開始に向け，
現行の課題を踏まえて，
民間サービス事 業者を含
む関係者の意見や海外の
先進的な事例も参考に最
低限必要となる標準規格
を検討し，ガイドライン
等の形で公表する．

　　3． データを活用した最適な医
療サービス提供のための包

括的な環境整備（令和元年
検討開始，令和2年度上期結
論・措置）

　医療分野におけるデータ利活用の
促進，及び，必要に応じて，今後の
個人情報保護法制の議論に適切につ
なげるよう，「救命医療における患者
情報の医療機関共有」「セカンドオピ
ニオンの取得」「自らの健診情報の取
得と管理」など国民のニーズが高い
と思われる具体的なケースについて，
海外や他産業の事例も調査し，費用
対効果に留意しつつ，「個々人が自ら
の健診情報を利活用するための環境
整備」「データ利活用のための『標準
規格』の確立」の取り組みを含めて，
国民が医療情報を電子的に入手でき
る仕組みを始めとするデータ利活用
のための包括的な環境整備に向けた
検討を開始し，結論を得る．
　個人情報であるPHRの運用には，
今後さまざまな論点からの検証が必
要と思われる．
　図2は，PHRに関する総務省のホ
ームページから引用した．
 （文・広報委員会 川本愛一郎）

図2　個人の医療・介護・健康データであるPHRをさまざまな医療サービスに活用
出典：総務省「未来投資会議 構造改革徹底推進会合」，2019年
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澤田敦子「モナリザ」
中学生の頃，長期入院の際に担任に勧められて刺繍の
作品を作り始めました．
リハビリを受けてから，使えなかった左手も使えるよう
になり，今では細かな作業を通して自分でもリハビリを
頑張っています！
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地域を見ること．

　私は広島県廿日市市に住んでいます．3年前に
串戸（くしど）という地域に転居してきました．
その前は市内の陽光台という団地に住んでいまし
たが，子どもたちの通学の関係で駅に近い串戸に
転居しました．廿日市市は広島県の西部に位置し
ており，世界遺産の宮島・厳島神社を有していま
す．推計総人口は11.49万人（推計人口，2019年
6月1日），人口密度は235人/km2（2019年6月1
日現在）と，過密ではなく，大変住みやすい所で
す．気候は温暖で瀬戸内海や中国山地など自然が
豊かで，厳島神社や極楽寺本殿などの世界遺産や
重要文化財などの美しい建造物も豊富です．廿日
市の牡蠣は全国的に有名ですし，穴子や小イワシ
など美味しいものもたくさんあります．私は自分
の住んでいる廿日市市を心より愛していますし，
住んでいることに誇りを持っています．
　さて，私たちはこの廿日市市にて，リハビリテ
ーションとケアを提供する医療法人を運営してい
ます．グループには120床（回復期病床 91床，地
域包括病床20床，医療療養型病床9床）の病院
と，在宅支援クリニック，訪問看護ステーション，
訪問リハ，通所リハセンター，重度認知症医療デ
イケア，居宅支援事業所，2つの有料老人ホーム
があります．
　また，障害をもつ方たちのためのデイケアや就
業支援センター，障害児のための発達支援センタ
ーやデイケアなどの事業も展開しています．
　私たちは「地域のために．地域とともに．」とい
う理念のもとにどのような疾病であっても，どの
ような障害であっても，また0～100歳まで，あ
らゆるライフステージに対応してその人たちを地
域で支えたい！　と日々仕事に従事しています．
地域リハこそが私たちの法人のコンセプトであり
ます．
　私は2019年4月から，この串戸地区町内会の会
長を勤めることとなりました．町内会長としての

活動を通して，初めて真摯に「地域」と向き合う
ことができたように思います．
　そして地域が抱える問題も見えてきました．少
子化，高齢化，女性の社会進出に伴う子育ての難
しさ…．さらに貧困の問題，町内会の行事への参
加意欲の低下，町内会自体への信頼度や期待の低
下．障害をもつ人たちの社会参加など課題は山積
しています．
　これから私たちが直面する「2040年問題」に向
けて，地域での自助・互助を担う力をつけていか
なければならないのに，地域の抱える課題はたく
さんあります．
　この現状を打開するためには「地域力」を上げ
ていく必要があるのではないかと考えます．
  今後，地域はこれらの課題の解決に取り組んでい
かなくてはなりませんが，地域に存在している医
療法人として，地域の一員として，共に課題解決
に取り組んでいきたいと思います．地域の祭やイ
ベントにスタッフが参加する，または地域住民の
方々が課題解決をしていくお手伝いなどもしてい
きたいと思います．先日，神戸で行われた「全国
地域リハビリテーション研究大会」でも，いくつ
かの地域の事例で，NPO法人と障害をもたれた方
たちが自治会の人たちと一緒に活動している，ま
た，運営しているカフェが地域の通いの場になっ
ているなどの報告がありました．少子化による若
い世代の減少もあり，障害をもつ方たちがどんど
ん地域社会に参加されている事例を見ると，心か
ら素晴らしいと思います．　
　当法人も障害をもつ方たちにかかわる事業を展
開しています．障害をもつ方たちが一緒に参加し
て，地域の課題を解決できることができたら大変
素晴らしいのではないでしょうか．
　皆が住みやすい地域づくりを目指して一緒に活
動し，一人ひとりが地域社会に参加をすることを
法人として支援したい！ と心から思います．

天野純子
医療法人ハートフル 理事長
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